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過去の院内報をホームページでご覧いただけます

ホームページhttp://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/

院内報「きんもくせい」は、中東遠総合医療センター、掛川・袋井両市役所及び一部の市内公共施設にて

無料で配布しております。詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。

～ニューイヤーコンサート２０１５ 開催のご案内～

昨年行いましたニューイヤーコンサートが好評でしたので、今年も開催します。

寒い冬に心温まる曲を、みなさまにお届けします。ぜひ、当院に足をお運び下さい。

【日時】 平成２７年１月２３日（金曜日） １６:００～１７:００ 【内容】 １６：００ 循環器内科代務医師 川瀬治哉先生によるピアノ演奏

【場所】 中東遠総合医療センター １階 ホスピタルモール １６：２０ 静岡県立掛川東高等学校合唱部による合唱

１６：４０ 掛川ジュニアアンサンブルによるバイオリン演奏

〒436-8555 掛川市菖蒲ヶ池1番地の1 TEL (0537)21-5555 FAX (0537)28-8971



～～～～1111階階階階調調調調剤剤剤剤室室室室（（（（薬薬薬薬剤剤剤剤部部部部））））のののの紹紹紹紹介介介介～～～～

薬剤部は、1階に調剤室、2階に注射調剤室、情報管理室があります。

■処方調剤業務

処方箋に基づいてお薬を調合する処方調剤業務は、１階の調剤室で行っています。

せ ん

服用間違いを防ぐために自動錠剤分包機を通してお薬の一包化（複数の錠剤を1袋に

まとめる）を行っています。

■おくすり窓口

おくすり窓口では、入院中に正しいお薬が処方されるよう準備をさせていただくために、

入院前に服用中のお薬を確認したり、アレルギーや副作用の情報を問診させていただい

ています。また、検査・手術の際に支障となるお薬を服用されている患者様へは、あらかじめ必要な期間お薬を中止していた

だくことになります。血液の流れをよくする抗血小板剤や抗凝固薬を中止しておかないと検査や手術ができないことがあり、確

こ う け っ し ょ う ば ん ざ い こ う ぎ ょ う こ や く

実に中止していただくためのご説明もおくすり窓口で対応しておりますので、ご理解ご協力をお願いします。

■院外処方せんのお願い

当院では原則院外処方（院外の保険薬局でお薬を受け取る制度）となっています。他の病院で処方されたお薬との飲み合

わせ確認のため、かかりつけ薬局を持つとよいでしょう。院外処方せんの有効期限は厚生労働省より発行日を

含めて4日以内と決められています。院外処方せんは4日以内に保険薬局へ持参し、お薬を受け取られますよ

うお願いします。

★☆お薬に対する相談は常時行っています。気軽に声を掛けて下さい。☆★
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【患者さんの回復を助けるために栄養面からサポートする取り組み】

６階西病棟では、毎週木曜日

に看護師、栄養士、薬剤師とで

入院患者さんの栄養状態につい

てカンファレンスを行っています。

バランスの良い食事をとるために、

食事の形態、内容を看護師、栄

養士、薬剤師それぞれの視点か

ら検討しています。

例えば、高齢者、寝たきりの患

者さんの場合、床ずれができやすく治りにくいため、特に栄養バランスに気

をつけて、治癒の促進に努めています。その患者さんに必要な一日の栄

養量を計算し、可能な限り口から食べられるよう、看護師は患者さんの

咀嚼の状態、飲み込みの状態を観察し、きざみ食やペースト食などの形

そ し ゃ く

態を栄養士と共に工夫しています。それでも栄養量が足りない場合は栄

養補助食品の検討をしています。現在は栄養補助食品の種類も増え、

味や色、形態、栄養補助内容など患者さんの状態や好みに合わせて選

ぶことができます。

バランスの良い食事をとることで、体力、免疫力を上げ、早期回復につ

ながるよう今後も取り組んでいきます。

【文責：看護部広報委員会 高木紘子、三浦由衣】

薬剤部スタッフ

６階西病棟でのカンファレンスの様子

1111 業業業業務務務務内内内内容容容容

病棟における看護補助業務

・患者さんの日常生活支援や移送

・書類、荷物、物品の運搬など

２２２２ 募募募募集集集集人人人人員員員員 ３３３３名名名名

３３３３ 就就就就業業業業期期期期間間間間

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

４４４４ 就就就就業業業業時時時時間間間間

８時１５分～１６時４５分（7時間３０分勤務）

※早番・遅番有り

５５５５ 休休休休日日日日

勤務表による（週休２日制）、

年次有給休暇（年１０日）有

６６６６ 賃賃賃賃金金金金

月額167,500円～、一時金（年2回）有り

７７７７ 加加加加入入入入保保保保険険険険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

８８８８ 応応応応募募募募手手手手続続続続

履歴書（顔写真貼付）を郵送又は持参して

ください。

◆お問い合わせ先◆

中東遠総合医療センター 管理課 総務係

TEL：0537-28-9501

非非非非常常常常勤勤勤勤看看看看護護護護補補補補助助助助者者者者（（（（メメメメデデデディィィィカカカカルルルルエエエエイイイイドドドド））））

をををを募募募募集集集集ししししてててていいいいまままますすすす！！！！



No.３ 消化器内科

文責 消化器内科診療部長 綾田 穣医師

消化器内科はどのようなイメージでしょうか。恐らく、胃腸科をイメージする方が多いかと思います。消化器内科が扱う

疾患は腹部が中心ですが、食道・胃・小腸・大腸などの消化管の他、肝臓・膵臓・胆嚢などの実質臓器の診療も重要

す い ぞ う た ん の う

な役割の1つです。

当科におきましては、地域の基幹病院として救急から急性期の疾患の診療を主に担当させていただいております。そ

の他に、早期癌の内視鏡的切除や、慢性炎症性腸疾患の診療、C型肝炎、B型肝炎などの慢性肝疾患の治療マネー

が ん

ジメントの他、膵腫瘍や肝細胞癌に対する治療なども、当院の外科や放射線科と協力し、積極的に取り組んでいます。

当院の規模におきましては、スタッフ数は決して十分とはいえませんが、当科には消化器病関連学会の専門医が在

籍しています。名古屋大学医学部消化器内科の関連施設として、非常勤医師の派遣を得ており、種々の先端医療を

大学病院医師と共に行っています。また、「患者さんや近隣の医療機関に信頼される本

格的な消化器内科チーム」を目指すため、消化器内科医師の育成や専門医の育成にも

力を注いでいます。

中東遠地域の基幹病院として、高度な医療を提供できるよう努力しております。

どうぞ、宜しくお願い致します。

から

科

●11月1日から新たに医師が加わりました。

救救救救急急急急科科科科 淺淺淺淺田田田田 馨馨馨馨 医医医医長長長長

け い

地域医療への貢献のため力を合わせて頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

皆さんからコミュニケーションボックスに寄せられたご意見は、

下記のように改善しています（抜粋）

◆施施施施設設設設・・・・設設設設備備備備面面面面

1．1階外来の待合が寒い。冬は特に出入り口付近がとても寒い。

⇒⇒⇒⇒正正正正面面面面玄玄玄玄関関関関にににに風風風風よよよよけけけけ壁壁壁壁をををを設設設設置置置置ししししままままししししたたたた。。。。

２．病院の入り口が良くわからず、通り過ぎてしまった。

⇒⇒⇒⇒縦縦縦縦型型型型のののの大大大大型型型型野野野野外外外外ササササイイイインンンンにににに矢矢矢矢印印印印をををを追追追追加加加加ししししままままししししたたたた。。。。

３．エコパの前の道を自動車で来たが、道路がわかりにくく、迷ってしまう。

⇒⇒⇒⇒簡簡簡簡易易易易なななな看看看看板板板板をををを２２２２箇箇箇箇所所所所設設設設置置置置ししししままままししししたたたた。。。。

４．駐車場のどこに車を停めたか分からなくなる。

⇒⇒⇒⇒駐駐駐駐車車車車場場場場にににに案案案案内内内内ササササイイイインンンンをををを設設設設置置置置ししししままままししししたたたた。。。。

５．トイレの案内表示がわかりにくい。

⇒⇒⇒⇒ホホホホススススピピピピタタタタルルルルモモモモーーーールルルル柱柱柱柱にににに案案案案内内内内表表表表示示示示をををを追追追追加加加加ししししままままししししたたたた。。。。ままままたたたた、、、、男男男男女女女女別別別別表表表表示示示示はははは１１１１階階階階、、、、２２２２階階階階トトトトイイイイレレレレのののの男男男男女女女女別別別別表表表表示示示示のののの下下下下にににに

赤赤赤赤色色色色、、、、青青青青色色色色のののの帯帯帯帯をををを追追追追加加加加ししししままままししししたたたた。。。。

６．男性トイレに杖を立てかけるところがなく、不便である。

⇒⇒⇒⇒障障障障ががががいいいい者者者者用用用用トトトトイイイイレレレレ内内内内にににに杖杖杖杖立立立立をををを設設設設置置置置ししししままままししししたたたた。。。。

◆そそそそのののの他他他他

１．トイレに紙タオルを設置してほしい。

⇒⇒⇒⇒病病病病室室室室のののの手手手手洗洗洗洗いいいいととととトトトトイイイイレレレレににににペペペペーーーーパパパパーーーータタタタオオオオルルルルをををを設設設設置置置置すすすするるるる作作作作業業業業をををを進進進進めめめめてててていいいいまままますすすす。。。。

２．車いすを増やして欲しい。

⇒⇒⇒⇒幅幅幅幅広広広広のののの車車車車いいいいすすすすをををを追追追追加加加加ししししままままししししたたたた。。。。

皆さんから頂いたご意見、ご要望に対する回答を1階正面ロビー横とＣ外来向かい側の掲示板に掲示しております。

今後も皆さんが利用しやすい病院を目指して、取り組んで参ります。

療

大型野外サイン

病室手洗いの紙タオル

診



１月 中東遠総合医療センター

　　■受付時間：午前７時４５分～１１時００分
　　■診療時間：午前８時３０分～
    ■緊急手術や学会等への出席のため、急に休診となる場合や担当医師が変更となる場合があります。

エリア 診療科 診察室 月 火 水 木 金 お知らせ

1 ＡＭ 交代制 (初) 船村啓 (初) 吉村伸二 (初) 永井博章 (初) 佐藤彰二 (初)

ＡＭ 丸山正吾 (再) 神原俊輔 丸山正吾 (再) 船村啓

ＰＭ
船村啓 (予)

(小児股関節外来)
丸山正吾 (予/新)

ＡＭ 伊藤孝紀 (予) 佐藤彰二 (再) 永井博章 (再)
鳥飼／打田 (再)

（脳外医師出向）
伊藤孝紀 (再)

●木曜日　鳥飼は第１・３・５週
　　　　　打田は第２・４週

ＰＭ 伊藤孝紀 (初/予)
高成啓介（予）
（形成外科）

●形成外科 第２､４金曜日

ＡＭ 小松知也 (再)
市橋(予)

（脳外医師出向）
小松知也 (再) 小早川知範

(リウマチ外来) (再)

ＰＭ 小松知也 (予)
(スポーツ外来 15時～)

ＡＭ
神原俊輔 (予)

(脊椎)
内田賢一 (予)

（脳外医師出向）
浦崎哲哉 (予)

(脊椎)
吉村伸二 (予)

(脊椎)
浦崎哲哉 (予)

(脊椎)

ＰＭ
神原俊輔 （初/予)

(脊椎)
浦崎哲哉 (初/予)

(脊椎)

7 ＡＭ 京兼隆典 (初/再) 久世真悟 (初/再） 久世真悟 (初/再) 京兼隆典 (初/再) 河合徹 (初/再)

8 ＡＭ 小出史彦 交代制 渡邉克隆 河合徹 渡邉克隆

9 ＡＭ 落合洋介 小出史彦 豊田良鎬
久世真悟

（乳腺外科）

10 ＡＭ 交代制
羽切周平

(呼吸器外科)

1 ＡＭ 田中総一郎 田中総一郎 磯部龍夫

ＡＭ 森川修司 紅林伸丈 一居武夫 森川修司 紅林伸丈

ＰＭ

3 ＡＭ 杉浦由規 川瀬治哉 杉浦由規 一居武夫 磯部龍夫

4 ＡＭ 打田淳 梅津正成 (初) 小出和雄 内田賢一(紹/初) 小出和雄

5 ＡＭ 内田賢一 市橋鋭一 市橋鋭一 打田淳 (初)

6 ＡＭ 鳥飼武司 (初) 鳥飼武司 山田隆壽 (初) 丹羽愛知 (初) 梅津正成

7 ＡＭ 池中建介 (予)(初) 認知症検査 認知症検査 認知症検査 認知症検査

9 ＡＭ
若井正一
(睡眠)

都築絵里子 (予)(初)
若井正一
(睡眠)

若井正一 (再)
(認知症)

都築絵里子 (再)

 人工透析外科 10 ＡＭ 沼野正浩 藤田豊 沼野正浩

 血液内科 11 ＡＭ 名倉英一 田中正士 岡本修一 後藤辰徳 田中正士

1 ＡＭ 佐藤隆弘(予) 赤堀利行(予) 伊藤裕司(予) 伊藤裕司(予) 佐藤隆弘(予)

2 ＡＭ 伊藤裕司(初) 伊藤裕司(初) 赤堀利行(初) 佐藤隆弘(初) 赤堀利行(初)

 呼吸器内科 4 葛伸一 牧野靖 小沢直也 森下真梨子 牧野靖

5 島村涌子 藤田豊
谷本／島村

隔週
藤田豊 谷本一美

6 山本順之祐 山本順之祐

7 AM/PM 日吉泰雄 日吉泰雄 日吉泰雄 日吉泰雄

8 AM/PM 山田隆之 山田隆之 山田隆之 山田隆之

1 綾田　穣 坂井圭介 交代制 綾田　穣 坂井圭介

2 小野幸矢 高柳正弘 小野幸矢 交代制 高柳正弘

4 術前
診察 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

5 山本洋子 内山智浩 三村真一郎 山本洋子 内山智浩

ＡＭ 夫才成 (初) 夫才成 夫才成 夫才成 夫才成

ＡＭ 長嶺健二郎 長嶺健二郎 長嶺健二郎 (初) 長嶺健二郎 長嶺健二郎 (初)

ＡＭ 井上崇徳 井上崇徳 井上崇徳 井上崇徳 (初) 井上崇徳（初）

ＡＭ 古江浩樹 (初)

1 神藤里枝 金森隆志 村上裕介 神藤里枝 幸村康弘

2 村上裕介 幸村康弘 鈴木一有 金森隆志 金山尚裕

3 朝比奈俊彦 杉原一廣 (初)

1 中根慶太 (初/再) 中根慶太 (初/再) 石田貴史 (初/再) 中根慶太 (初/再)

2 蟹本雄右 (初/再) 石田貴史 (初/再) 蟹本雄右 (初/再) 石田貴史 (初/再)

3

4 青島正浩／兼子泰一 安間安弥子 安間安弥子 安間安弥子 安間安弥子

5 ＡＭ 犬塚学 犬塚学 糟谷啓 犬塚学 犬塚学

ＡＭ 久保田登志子 久保田登志子 久保田登志子

ＰＭ 久保田登志子（予） 久保田登志子（予） 久保田登志子（予）

ＡＭ 福家辰樹 (ｱﾚﾙｷﾞｰ)

ＰＭ 西尾友宏(ｱﾚﾙｷﾞｰ) 中西（内分泌）

ＡＭ 関　圭吾 矢田宗一郎 関　圭吾 矢田宗一郎 矢田宗一郎

ＰＭ 岩島覚 (循環器) 矢田宗一郎（予） 都築一夫 (腎臓) 石川(循環器) 矢田宗一郎（予）

ＡＭ 西尾友宏 西尾友宏 西尾友宏 関　圭吾

ＰＭ 予防接種 乳児健診　4ヶ月
乳児健診 １０ヵ月

予防接種
予防接種 乳児健診　1ヶ月

ＡＭ 佐野伸一朗 佐野伸一朗 佐野伸一朗

ＰＭ 予防接種 乳児健診　4ヶ月
乳児健診 １０ヵ月

予防接種
予防接種 乳児健診　1ヶ月

1 土屋陽子 (特殊) 土屋陽子 土屋陽子 土屋陽子 (特殊) 土屋陽子

2 鳥居薫子 鳥居薫子 鳥居薫子 (特殊) 鳥居薫子 鳥居薫子 (初)

3 伊藤浩一 伊藤浩一(特殊) 伊藤浩一 伊藤浩一 伊藤浩一 (初)

4 ＡＭ 交代制 山口裕貴 山口裕貴 山口裕貴 山口裕貴

5 ＡＭ 泉智沙子 泉智沙子 泉智沙子 泉智沙子

6 榎本美紀 臼井広明 臼井広明 美馬勝人 臼井広明 

 腫瘍放射線科 8 AM/PM 一戸建志 (初) 一戸建志 (再) 一戸建志 (初)

ＡＭ 谷本一美 島村涌子 沼野正浩 藤田豊

ＰＭ 腎臓内科医交代制 腎臓内科医交代制

CAPD外来 ＡＭ 沼野正浩

　　　※（初）：初診、（再）：再診、（予）：予約　　　　　　　　※午後は予約のみ

　　□入院患者さんへの面会時間　　平日：午後１時～午後８時　　土、日、祝日：午前１１時～午後８時
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各科外来担当医一覧表

3

4

●月曜日 午後は池中(もの忘れ外来)
　　4人のみ、完全予約(池中)
●月、水曜日午前は睡眠外来
　紹介状なしでも予約可。事前にお問い
　合わせ下さい。

　

●ペースメーカー外来 火曜日 午後

 

5
腰椎

2

2

●水曜日　１０ヵ月健診　第１・３週
                  予防接種　第４週(9月のみ)
●予防接種の予約は
　水・木・金曜日　14時～16時
　予約専用電話：0537-28-8115

 消化器内科

休診

 糖尿病･
 内分泌内科

 泌尿器科

●月～金曜日午後・火曜日午前は
　完全予約制（手術）
●金曜日 初診 長嶺は第１・３・５週
　　　　　　  井上は第２・４週

●月曜日　青島は第１・３・５週
　　　　　兼子は第２・４週
●犬塚　火曜日は午後診療あり

 整形外科

 神経内科

Ａ

Ｆ

 外科

Ｂ

 循環器内科

 脳神経外科

 腎臓内科

 皮膚科

●水曜日は紹介患者のみ
●火、木曜日 15時～ 子供外来(小～高校)
●火、木曜日 14時～ エコー
●補聴器相談は水曜日 12時30分～

 耳鼻
 いんこう科

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 眼科

Ｇ

1

3

●土屋　月、水、木曜日は午前のみ
●伊藤　火曜日は午前のみ
●鳥居　月、火、水曜日は午前のみ
●特殊は医師指定患者のみ

●月曜日　岩島は第１・３週
●水曜日　都築は第４週(不定期)

2

 小児科

5

Ｈ

4

Ｄ

 産婦人科 ●金曜日は再診予約患者のみ

 歯科
 口腔外科

Ｃ

 麻酔科

 総合内科

6～11

Ｅ


